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町民活動センターだより えがお
『阿見町町民活動センター』は，町民が行う自発的で営利を目的としない社会貢献のための活動（市民活動）
を支援するとともに，町民との協働のまちづくりを推進するための施設です。

世界湖沼会議歓迎 阿見・霞ヶ浦湖畔スタディーツアー
事前勉強会に参加しませんか？
10 月 15 日（月曜日）から 19 日（金曜日）まで，つくば国際会議場を中心に
県内数ヶ所を会場とした，茨城県・公益財団法人国際湖沼環境委員会主催の
「第 17 回世界湖沼会議（いばらき霞ヶ浦 2018）」が開催されます。
世界各国や全国各地から多くの皆さんが集まるこの機会に，当町へ足を運んで
頂きたいと，町内外で活動する市民活動団体の関係者が中心となって，
「世界湖沼会議歓迎

阿見・霞ヶ浦湖畔スタディーツアー実行委員会」が設立さ

れました。現在，会議開催前日の 10 月 14 日（日曜日）に会議参加の皆様をお迎
えし，霞ヶ浦湖畔の自然と文化を紹介するスタディーツアーを計画しています。
スタディーツアーの成功には，水辺環境の魅力を共にご案内頂く町民・ボランティアの協力が
不可欠であり，まずは自身が町周辺の自然や文化について知っておくことが必要です。そこで，
まずは霞ヶ浦湖畔の地域資源の「事前勉強会」を以下のとおり開催します。これを機に霞ヶ浦湖
畔の自然と文化を学びませんか。
日

時

集合場所

：8 月 26 日（日曜日）

午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分【集合時間：9 時 20 分】

：予科練平和記念館臨時駐車場

視察コース：町大室地内霞ヶ浦湖畔，陸平縄文遺跡（美浦村）
対

象

：町内在住・通学・勤務の方（小学生以下は保護者同伴）

募集人数

：30 人（定員で締切）

参加料

：100 円

持参品

：弁当・飲み物・帽子・タオル・筆記用具など

申込方法

：8 月 21 日（火曜日）までに，電話または直接申し込む（毎週月曜日は休館です）

その他

：雨天決行・荒天の場合中止（中止の場合は当日午前 8 時までにご連絡します）

問い合わせ：世界湖沼会議歓迎 阿見・霞ヶ浦湖畔スタディーツアー実行委員会
代表世話人

中島紀一 (うら谷津再生の会)（阿見町町民活動センター内

029-888-2051）

【編集・発行】阿見町町民活動センター
【住所】阿見町阿見２９５８ マイアミ・ショッピングセンター３階
【電話・ファクス】０２９－８８８－２０５１ 【E-mail】center@ami-cac.org
【ホームページ】http:ami-cac.org/
【開館時間】午前１０時～午後９時（毎週月曜日および年末年始は休館）
【利用可能内容】パソコン，インターネット閲覧，コピー，印刷，情報の提供・収集，団体の
交流，活動の打ち合わせ・相談 ※コピー等は有料

市民公益活動事業を認定しました！
町では，平成 29 年度に「阿見町市民公益活動支援制度」を創設しました。この制度は，地域の
活性化や課題解決を図る団体の新たな活動を町が事業認定し支援することで，町内での市民活動
がより活発化していくことを目指しています。町民が，主体となって活躍する「新たなまちづく
り」に向けた平成 30 年度認定事業である以下の 2 事業を紹介します。

＜NPO 法人ハチドリ：マッサージによる地域交流支援事業＞
ハチドリが運営するコトリ治療院では，町民の予防医学への関心を高
めていくことを目的とした事業として，筑波技術大学の学生との連携に
よる健康マッサージの体験を通し，心とからだの健康づくりの提案や人
と人との交流の機会を創出していきます。
これまでのコトリ治療院の事業は，通院できない患者様のもとへあん
ま・マッサージの先生による出張在宅訪問治療をしていました。新たな
事業では，大学との連携により生徒が主体となった月一度程度の健康マ
ッサージを行います。活動を通して，学生の方々も卒業前に施術を体験
し，地域の方々との交流に繋がると考えています。

△学生による施術中の様子

コトリ治療院では，7 月 16 日（月曜日）につくば市の「かけはしねっと」さんの依頼で，土浦
市内で学生による健康マッサージを実施しました。町内での健康マッサージ体験は，10 月より開
始する予定です。皆さんどうぞよろしくお願いします。
問い合わせ：コトリ治療院

軽部（かるべ）080-3506-9082

＜NPO 法人 AMI&YOU：青少年健全育成事業＞
小学校やふれあい地区館で活動している経験を活かし，生活に密
着した大人も参加できる青少年育成事業を企画し，親子が共に学べ
る交流の機会を創出する事業を行っていきます。
事業の第一弾として，以下のとおり親子体験事業を開催します。
夏休みの思い出にいかがでしょうか。皆さまのご参加お待ちしてい
ます。また，子どもたちと共に活動するボランティアも募集してお
りますので，お問い合わせ下さい。
日

時

：8 月 26 日（日曜日）

場

所

：阿見町総合運動公園（テニスコート脇）

△昨年の流しそうめんの様子

午前 10 時～
バーベキュー場

参加対象者：児童及び保護者
内

容

その他

：飯ごう炊飯（おにぎりづくり）・ものづくり（工作・折り紙等）・流しそうめん
：熱中症防止のため，必ず飲み物を持参下さい。

問い合わせ：NPO 法人 AMI＆YOU

下仲（しもなか）029-887-5228

えんぴつ画「かい」展を開催しました
6 月 22 日～28 日の間，町図書館 2 階ギャラリーにて，えんぴつ画サークル「かい」が，第 6 回
えんぴつ画「かい」展を開催しました。期間中は，170 名を超える方が来館しました。
「かい」は，毎週金曜日午前 10 時から町民活動センターで活動している「和田工房」の，えん
ぴつ画に参加しているメンバーで構成しています。
講師

和田さんの声

期間中は多数のご来館を頂きありがとうございました。とて
も熱心に観て頂き，また「なぜこれだけの濃淡が出来るのか」
など多数の質問もあり，来館の皆様とのコミュニケーションの
時間を含めてとても楽しむことが出来ました。
メンバーは「テーマを決めて自分らしさがでる作品」の実現
に向け取り組んでおり，毎週の活動でこれまでえんぴつ画に関
心も無かった方も大作が完成して驚いていらっしゃいます。

△作品展のようす

ぜひ普段の活動も見学にお越しください。
問い合わせ：和田工房

和田（わだ）029-855-6720

プレーパーク（冒険遊び場）に参加しませんか？
親子自然体験クラブ森のきのこでは，毎月１回ワッカクル里山の森にて
「プレーパーク（冒険遊び場）」を行っています。森の中は涼しいので，手
作りブランコやハンモックで遊んだり，カブトムシやクワガタ探し，また，
川でザリガニやめだかの観察もお勧めです。夏休みは，身近な納涼スポット
のプレーパークにお子さん，お孫さんと是非遊びに来てみませんか？
次回の開催は，以下のとおりです。
日時：8 月 26 日（日曜日）午前 10 時～午後 1 時
場所：ワッカクル里山の森（阿見町若栗 644-1）
△活動のようす

参加料：大人 100 円，子ども無料（保険代含む）
持ち物：着替え，サンダル，タオル，水筒，昼食，虫除けなど

また，9 月からは週１回程度で「平日の親子活動」を始めます。0～3 歳の親子を対象として，
ワッカクル里山の森や近隣の公園で活動予定です。関心のある方はお問い合わせください。
問い合わせ：親子自然体験クラブ森のきのこ

栗原（くりはら）080-5177-2226

この町民活動センターだより えがおは，阿見町内の下記公共施設に設置しております。
町民活動センター，役場 2 階町民活動推進課，うずら出張所，総合保健福祉会館『さわやかセンタ
ー』，中央・かすみ・君原の各公民館，本郷・舟島の各ふれあいセンター，町立図書館，予科練平
和記念館，男女共同参画センター（AMI ふらっとセンター）等

裏面に続きます

各種お知らせコーナー
あみおもちゃ病院
【日時】第 2 土曜日午後 1 時～午後 3 時
【内容】こどもの壊れたおもちゃを修理し
ます。【対象者】どなたでも【費用】無料
（部品交換の場合は部品代が必要となり
ます）【申込先】あみおもちゃ病院：金子
【電話】029-874-6416

あみコミュニケーション能力を
育てる運動プログラム
【日時】第 3 土曜日午後 1 時～午後 3 時【内
容】親と子の関わり方・ことばの問題等で困っ
ている未就学児の親子の個別相談を行います。
（4 月より相談会のみとなり，運動プログラム
は中央公民館で行っています）【対象】未就学
児の親子【費用】子ども 1 名につき 500 円【申
込先】あみコミュニケーション能力を育てる
運動プログラム：鴻巣【電話】029-887-2530

エクセル基礎から応用まで
【日時】毎週金曜日午後 1 時～午後 3 時
【内容】マイクロソフトオフィス・ワード，
エクセルを教えます。【対象者】どなたで
も【費用】500 円【申込先】NPO 法人いばら
き IT 普及協議会：加藤【電話】080-13018545

シニア向け初心者パソコン教室
【日時】木曜日午後 1 時～午後 3 時（第 1
木曜日は休み）【内容】ワード・エクセル
を楽しみながら学習します。【対象者】ど
なたでも（シニア以外も参加可能です）
【費
用】500 円【申込先】シニア向け初心者パ
ソコン教室：蛭川【電話】029-887-5586

初めての VBA プログラミング【日
時】毎週火曜日午前 10 時～正午【内容】初
心者を対象に VBA プログラミングを教えま
す。【対象者】どなたでも【費用】500 円
【申込先】NPO 法人いばらき IT 普及協議
会：今井【電話】029-887-6746

パソコンなんでも相談室
【日時】第 3 日曜日午後 1 時～午後 3 時（8
月・9 月は休み）【内容】パソコンのハー
ド・ソフト何でも相談を受け付けます。不
登校・ひきこもりなどへの就労支援勉強会
を行います。
【対象者】どなたでも【費用】
500 円【担当者】NPO 法人いばらき IT 普及
協議会：田村【電話】029-888-2051（町民
活動センター）

プリザーブドフラワー
アレンジメント
【日時】第 2 火曜日午後 1 時～午後 3 時（8
月は休み）【内容】プリザーブドフラワー
を使ったフラワーアレンジメントを行い
ます。【対象者】どなたでも【費用】3,500
円（材料費代となります）【申込先】アレ
ンジ阿見：小林【電話】090-8874-5936

町の寺子屋
【日時】土曜日午後 5 時～午後 9 時【内容】
勉強のやり方，分からない問題やテスト対策
などを教えます。【対象者】小学生から大学
生の理数系教科でお悩みの人【費用】500 円
【担当者】美浦指南会：出戸【電話】029888-2051（町民活動センター）
※いずれも開催場所は，町民活動センターで
す。申込先に連絡がつかない場合は，当セン
ター（029-888-2051）へご連絡ください。

